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職 場 ･ 地 域 ･ 学 園 で 憲 法 署 名 運 動 に 取 り 組 み ま し ょ う ！

怒りを、憲法改悪反対の力に 
     共同代表 黒木 順子（守ろう憲法と平和 きょうとネット代表幹事）     

 

戦争のない世界へ！平和憲法を生かし、 

憲法九条改悪に反対する署名運動京都実行委員会 
（略称 憲法署名京都実行委員会）     

【ホームページ】   http://homepage2.nifty.com/9shomei-kyoto/

【共同代表】 上田 勝美（京都憲法会議代表幹事）     澤野 義一（憲法を生かす会・京都代表）

黒木 順子（守ろう憲法と平和 きょうとネット代表幹事）  澄田健一郎（憲法 9 条の会・京都代表）

【連絡先】  〒６0２－０８５４  京都市上京区荒神口通河原町東入ル１２２－１ 

日本バプテスト京都教会気付（憲法署名京都実行委員会事務局） 

Tel ０９０－８２１６－６２２３  Fax ０７５－２３１－４３２７  
【郵便振替】口座番号 ００９４０-８-２２２２５６  名 義 「憲法署名京都実行委員会」

 今、わたしは怒っています。今日、５月１４日参議院で、「国民投票法」が成立しま

した。１８項目の付帯決議をつけなければならないほど不完全な法律です。 

 なぜ、そこまで急いで、成立させる必要があるのでしょうか。安倍さん達は「６０

年前にしなければならなかったことを今やるのだ。」と言いましたが、私にはよくわか

りません。６０年間必要なかったものならもっとゆっくり時間をかけたってよかった

んじゃないのと思うのです。与党の人達は、自分たちの意見を通すためには、議会制

民主主義を無視するような恥ずかしいことでもできるのですね。でも、「憲法を変えた

い」という強い意志があることだけはよくわかりました。 

 与党の皆さん、この憲法を尊重し養護する義務を負っているのは、あなた達国会議

員だということを忘れていませんか？この憲法のもとで、自分たちは国民を守れない、

自信がないというのなら、さっさと政治家を辞めてください。私たちは、この憲法を

大切に思う私たちの声を政治という形で具体的にあらわしていける人達を選ぶことに

しますから。 

 私は、怒っています。この怒りは、治まりそうにはありません。でも、あきらめて

はいません。たとえ、数年先に「国民投票」が実施されても、憲法を変えさせないこ

とはできます。この怒りを、憲法改悪反対の力にしていきたいと思います。    
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 ３月１７日、立命館大学以学館１号ホールに

おいて、「九条の会」主催の憲法セミナーが開

催されました。同会主催の憲法セミナーは、昨

年の東京、今年の静岡と続いて３回目でした。

憲法京都署名実行委員会は、同会が結成された

当初から賛同の意思を表明し、発足記念京都講

演会の運営を担い、一貫して「九条の会」との

協力共同の関係を持ち続けてきたことから、こ

のセミナーについても、憲法署名京都実行委員

会として現地引受団体となり、チケット販売を

担当し、当日の運営にも１５人のスタッフが携

わりました。 

  司会は、「九条の会」事務局の小沢隆一さん

と民医連第二中央病院九条の会事務局の三島桃

子さんが担当され、開会のあいさつを黒木順子

さんがされました。 

  セミナーでは、「九条の会」呼びかけ人で哲

学者の鶴見俊輔さんと臨済宗相国寺派管長で金

閣寺・銀閣寺の住職でもある有馬頼底さんが講

演され、質問にも答えられました。 

 

◇鶴見俊輔さんの講演◇ 
 

ハーバード大学の学生の頃、都留重人とシュレジンガーの二人と会話したとき、二人は日

米開戦はないと言い、私はあると言った。私が当たったのは、子どもの時から政治家を見て

いて、愚かな人間に見えていたから。 

  私が戦争中に自分の恐怖心に負けて人を殺したとしたら、それを告白し、人を殺すことは

悪いっていうことを一息に言えるような人間になりたい。それが私の倫理的な思想だ。  

様々な失敗と傷と痣を抱いて、この九条の会にも参加している。 

 

◇有馬頼底さんの講演◇ 
  

ブッシュ大統領夫妻が京都に来て、金閣寺で小泉首相と迎えた際に、彼が、日本は平和だ

な、と言ったので、すかさず、世界が平和でないといけませんね、と声をかけると、しばら

くして、ふっと笑って、ＹＥＳと答えた。彼は世界で一番煩悩に苦しんでいる男だ。 

  殺すことなかれ、光り輝く生命を奪ってよいはずはないという仏教の教えからすると、最

たる悪行は戦争だ。それをやりませんといったのが憲法９条だ。 

 この９条の心を全世界の国が採用して欲しい。九条の会をもっと沢山広げたい。 
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平和憲法 

２００７年５月３日 京都会館第１ホール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

憲法施行６０周年の憲法集会は京都会館第一

ホールで開催されました。実行委員会の予想を

はるかに超える２４００人の方がご参加くだ

さり、申し訳ないことに用意した資料が足りな

いほどの盛況ぶりでした。集会後の憲法ウォー

クにも１０００人以上の方が参加され、５月３

日・憲法記念日に「９条を守ろう」「９条改悪

のための国民投票法案を廃案に」と沿道の方々

に訴えることができました。以下、集会の模様

をご報告いたします。 
 

★開会のあいさつ 

大谷心基さん（５・３憲法集会実行委員会実行委員長） 

私たちはとてもさわやかな憲法を、今、持つことができています。しかし、薄暗い憲法に変えた

いと思う人たちは、意見、立場の違う人がまるで妖怪か怪獣だと思っているみたいです。その人た

ちは、自分を権力や武力でもって怪獣化させようとしているのでしょう。だから、まずは私たちが

人間であり続けることが大切で、憲法を変えたい人たちに「あんたも人間でいいんだよ。怪獣にな

らなくてもいいよ」と、教えてあげるということです。今日一日、よろしくお願いします。 

 

★つどい・よびかけ人３６氏を「スライド」で紹介 

一人一人紹介がされるなか、「ホーォ」「ヘェー」と関心の声と拍手が起こっていました。 

 

★「憲法誕生の瞬間」映像とナレーション 

 近く上映される映画「日本の青空」をベースに、わずか１０分間のドキュメンタリーです。これ

は、つどい実行委員会で議論・検討会を重ねて作成されたものです。占領軍の押し付けと言われる

が、世界に誇れる「基本原則」が盛り込まれる課程が明快に描かれ「大変短いものなのに、よくま

とまって分かりやすかった。」と感想が出されていました。 

 

★講演「国民不在の国民投票法案」要旨 

猿田佐世さん（東京法律事務所弁護士・憲法行脚の会事務局長） 

国会に毎日足を運び国民投票法案について

メルマガで速報を流してきました。 その国会

の動きを通じて見た感想や、 これからのこと

をお話ししたいと思います。 

外へ楽しく働きかけましよう。私が、あな 

たが、やり 
ましょう。 

なかなか、 

議員さんは 

外で何が起きているのかわからないようです。 

100人でうたう 
希望の第九 
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委員会では、護憲派は５０人のうちたった２

人。国会の外から、全国には６０００を超え

る九条の会ができていることや国民投票法案

はいらないという人がたくさんいるというこ

とを、私たちから声を持っていきましょう。 

（国民投票法案は）公報は、投票日の１０日

前にしかみなさんのところに届きません。国

会が発議してから６０日に投票させてしまっ

ていいんだろうか、などいっぱい問題はある

んですが、自民党も民主党も聞いてくれませ

ん。そこで絞って、 低投票率を入れて、

低限、例えば３分の２の人が選挙に行かなか

ったら、憲法って変わらないよねということ

にしたいと思います。公務員・教育者が自由

に憲法について発言できるように、今の規制

はとりはずしてもらいたい。それからテレ

ビ・ラジオの利用についてですが、今は、憲

法を金で買えるのではないかという法案にな

っています。ルール作りが必要です。 

憲法９条に関して世界の評価は高まっていま

す。イラクの国際法廷をイスタンブールでや

ったときに、日本国憲法は、日本が他国に大

変ひどいことをしてきた、もう二度とやらな

いとの公約なので国際的にも意味があると説

明したら、休みの時間に、海外の弁護士が「他

の国との約束というのは面白い」と感銘を受

けてもらえた。海外での反響と言うのはもの

すごい。来年のきょう、日本にノーベル賞受

賞者を招いて国際会議をする。そういったパ

ワーも使いながら元気を出していけたらと思

います。 

 

★講演「憲法をめぐる情勢と私たちの課題」要旨 

小森陽一さん（九条の会事務局長 東京大学教授）のお話 

自民党新憲法草案を資料として、憲法改正

の本質についてお話したいと思います。今の

憲法を取り巻く状況は、憲法が何故変えられ

ようとしているのかが非常に鮮明になり、「改

正」の狙いと本質が顕わになって押し隠す事

が出来なくなってきていると考えられます。 

申すまでも無く、アメリカの要求で集団的

自衛権をアメリカと伴に行使できる国にする

ために、「改正」が行なわれようとしています。

しかし、資料の自民党草案の内容は「改正」

というものではなく、「新しい憲法を制定す

る」というのが正しいようです。また、安部

首相自身も、私たちの憲法を制定すると明言

しているのです。これは、ある種のクーデタ

ーに等しい行為です。 

私たちの憲法九条は、世界史的に見ても戦

後史の中でも、平和的秩序を守る先駆性と、

値打ちを、発揮してきました。憲法九条二項

を変え、「自衛 

軍」を明記しよ 

うとする狙い 

は必ず阻止し 

なければなり 

ません。 

何故ならば、非常に大きな危険をこの国に

もたらすものだからです。それは、またこの

間の、イラク戦争の経緯にも如実に現れたよ

うに、アメリカの戦争による世界戦略に歯止

めがかからない状態を生み出す事に繋がるか

らなのです。 

私たちの憲法九条は、自衛の名の下に行な

う武力攻撃も、放棄したものです。全ての戦

争は、自衛の名の下に起こされるものです。 

兵力を伴わない方法で、国際紛争を解決し

ていく道筋の確立の為にも私たちは、この九

条を世界のものにしなければ成りません。 
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今すでに憲法九条は、新しい世界の平和と

秩序のために輝いています。この輝きを、も

う数年間、私たちは頑張って、本当に世界に、

輝く太陽にしようではありませんか。 

 

★守ろう憲法・生かそう憲法 運動の交流 

木村敏之さん（京都府保険医協会理事長） 

日本は敗戦後、平和 

国家と基本的人権、民 

主主義の柱の下、経済 

成長を遂げ発展してき 

ました。しかし、経済 

のスピードダウンの中 

で政府は「小さな政府」 

を掲げ、人の命を軽んじる社会が出現しつつ

あります。日本のあり方の規範は日本国憲法

です。この憲法を一人一人が財産として共有

していけるよう努力して行きたいと思います。 

萩原一哉さん（青年の立場から） 

国民投票 

法案に反対 

する京都市 

民アピール 

を進めてき 

ました。辺野古の問題、自衛隊の海外派兵、

教基法改悪、従軍慰安婦問題、戦争への道に

愕然とし、憲法の危機的状況は、私たちの生

存権も脅かされています。いま、憲法が変え

られようとするとき、私たち自身が変えられ

ようとしています。憲法誕生６０年の今日、

世界の人々と共に寄り添い、運動を進めてい

きたい。 

京都女性９条の会のみなさん 

昨年、京都で、

住み暮らし、仕事

をする女性、３２

人のよびかけで

｢京都女性９条の 

会」が発足。「なにか目立つことやりたいなぁ

ー」と、京都駅前ビルの電光掲示板に「戦争

あかん！平和大好き！憲法九条変えないで！

京都女性９条の会」の訴えの掲示が実現しま

した。カンパとクッキー売って、憲法の話が、

職場・地域で、大きく広がり確信にすること

ができました。これからもご一緒に頑張って

いきたい。

 

★１００人でうたう「希望の第九」 

ベートーヴェンの「第九」で憲法を歌う「希望の第九」と 

京都で生まれた「憲法九条五月晴れ」の二曲を披露。戦争の 

体験者、子どもたち、７８歳を筆頭にした１０人のアコニス 

トとトランペット。なんと、１００人ではなく１６６人の大 

合唱。圧巻でした。よびかけ人の一人Ｕさんは「感激して涙 

が止まらなかった」と、すかさず僧侶のＭさんが「わしも、 

涙がいっぱい出た」。 

 

 集会は、府民へのアピール（別記）を確認したあと、呼びかけ人のお一人である黒木順子さん（守

ろう憲法と平和きょうとネット代表幹事）から「ともに頑張っていきましょう」と閉会のあいさつ

を受け、憲法ウォークに移りました。 

 かかわってくださったみなさん、ありがとうございました。 
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★府民へのアピール 
 

日本国憲法は、今日、施行されて６ 

０周年を迎えました。 

私たちは、あの悲惨な戦争を通して、 

国民主権、平和主義、基本的人権尊重 

主義を基本原理とするかけがえのな 

い平和憲法を獲得し、アジアと世界の 

人々に対し、徹底した非戦の誓いを公 

約しました。 

 そして、敗戦後の荒廃から今日まで、 

教育、福祉、労働、宗教、文化、平和 

など生活のあらゆる分野で、憲法の保障する基本的人権が守られる社会の実現を求め続けてきまし

た。 

 同時に、憲法前文に力強く謳われた平和主義は、一国の平和にとどまらず、全世界の人々が平和

のうちに生存できることを求めています。憲法前文とともに憲法九条があったからこそ、今日まで、

日本の自衛隊が直接の武力行使によって他国民を殺さなかったし、また自衛隊員が殺されなかった

のです。 

 ところが、自民党は、憲法九条の改悪を内容とする新憲法草案を発表し、財界団体からも憲法九

条の改悪を要求する声があげられてきています。 

 また、戦後レジームからの脱却を掲げた安倍政権は、引き続いてアメリカ追随を続け、在日米軍

再編によって米軍に自衛隊をより一体化させようとしています。さらに、イランや北朝鮮のミサイ

ル攻撃から米本土を守るためのミサイル防衛システムを日本に配備し、憲法が禁止する集団的自衛

権による武力行使を可能にするための研究を開始しました。 

 そして今、平和憲法を戦争のできる憲法に変えるために、主権者である国民の意思をないがしろ

にしたまま、違憲の疑いも提起されている国民投票法案を強行採決しようとしています。 

 私たちは、このような改憲の策動を決して許さず、 高法規である平和憲法を１００年、２００

年の未来に輝かせる決意を今日新たにし、一人ひとりの生命と権利、自由や生存、意思決定が尊重

され、戦争のない平和な社会を創るため、平和憲法を世界に生かしていくことをすべての人々に呼

びかけます。 

２００７年５月３日 

平和憲法６０周年のつどい参加者一同 
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■活動紹介 
◇憲法署名京都実行委員会は、様々な共同の取り組みを進める中で、いろいろな団体から挨拶の依

頼を受けることがあります。 

  この間は、３月１８日にＳＴＯＰ！イラク派兵・京都が主催した“ＳＴＯＰ ＷＡＲ！３・１８

ピースウェーブ・京都”の集会に参加し、弁護士の岩佐英夫さんが、憲法署名京都実行委員会を代

表して連帯の挨拶をしました。 

  また、５月１日のメーデーでは、第７８回全京都統一メーデー実行委員会が主催した二条城前で

の集会に参加し、共同代表の澄田健一郎さんが連帯の挨拶をしました。同時に、第１７回地域メー

デー実行委員会が主催した三条河川敷での集会に参加し、大谷心基前事務局長が連帯の挨拶をしま

した。 

 

◇毎月９日午後５時半から河原町三条西側で行っている街頭宣伝、署名活動も、次第に定着してき

ています。そして、思わぬできごとに遭遇することもあります。 

  ３月は、○○さんから聞いて、どうやってしておられるのかなあと思って見に来ました、という

女性の方が参加されたり、５月は、飛び入りで署名活動に参加され、初心者であるにも関わらず、

７筆の署名を集めた男性の方など、嬉しくなることも一杯ありました。 

  毎月９日午後５時半は、河原町三条に行こう！！ 

 

■次回会合のご案内 
  この間、憲法署名京都実行委員会が果たして

きたこれまでの積極的役割を踏まえつつ、憲法

とりわけ九条の改「正」を掲げる安倍内閣が、

教育基本法を改悪し、憲法改正国民投票法を成

立させ、いよいよ憲法の明文改「正」を焦点に

しようとしている状況の下、憲法九条の改悪を

阻止するための運動をさらに大きく広げていく

ために、憲法署名京都実行委員会を組織的にも

運動的にもさらに発展させようと、これからの

運動の課題やその運動の展開にふさわしい組織

のあり方などについて、実行委員会や事務局会

議で議論を深めてきました。 

  憲法九条の改悪を阻止するという一致点を運

動の目標におき、憲法署名や学習会、講演会や

共同の取り組み、情報の発信や交流などを活動

の具体的な課題として位置づけ、京都府域の

様々な団体個人との協力共同関係を強めながら、

経験交流や情報発信、共同の取り組みを提起し、

実践するセンター的な役割を積極的に担う新し

い運動組織が求められており、憲法署名京都実

行委員会が、その方向で発展的に組織改変して

いこうではないかという議論を進めてきていま

す。 

  名称についても、署名運動に限定しない運動

をめざす組織であることをあらわす名称にした

らどうか、著名な方々に呼びかけ人になってい

ただいて組織化を進めたらどうか、事務所を構

え、半専従的な事務局をおき、名実ともにセン

ターとしての役割を発揮できる体制を整えたら

どうか、という様々な議論をし、意見交換して

きました。 

  新たな情勢を踏まえ、憲法九条改悪阻止運動

の本格的な京都のセンターを、これまでの取り

組みを通じてつながりを持ち始めた多くの皆さ

んと、一緒に議論し、一緒に創り始めていきた

いと思います。 

 

 是非、次回の実行委員会へご参加下さい。 

◇次回実行委員会 

  日 時  ５月３１日（木）午後７時～ 

  場 所 日本バプテスト京都教会 

 

◇次回事務局会議（次回実行委員会の議論を準備するための相談をします） 

  日 時  ５月２９日（火）午後７時～ 

  場 所  京都法律事務所 

 

（６）                      http://homepage2.nifty.com/9shomei-kyoto/ 


